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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 備考

1

新聞に載っていたが、上野総合市民病院院長がイギリスに行ったそうだが、どんな役
に立つことがあったのか。
再生プロジェクトに活かしてもらいたい。

⇒昨年に引き続き今年もイギリスへの研修を計画している。院長がかつて勤務
経験があるイギリスは日本と違い、システム的な部分で、患者の受入、治療方
針の作成、説明、実施が整然としており先進的であるとのこと。

修正なし。

2 7

地域福祉をどこまで広げるか。子どもや社会的排除の話までやると広すぎて重点プロ
ジェクトになりにくい。今日の資料では高齢者しか出ていないが、分野別との関係でこ
れで行くのか、広げるのか。絞った場合このタイトルでいいのかが次の課題。

⇒：医療の再生が中心で、補完として福祉という考え方かどうかという確認だ
が、市民の役割という点ももう少し書き加えるべきと思う。

⇒次回までに事務局で整理して提案していただきたい。

地域福祉の中でも、医療と連携する部分を重点的な取り組みとして位置付ける
こととし、タイトルを「医療・地域福祉連携プロジェクト」とする。

3 7

医療・地域福祉再生プロジェクトの目指すことは安全・安心の確保という共通する目的
でくくれるとはいうものの、３年間でめざす成果は医療体制に関わることのみとなって
いて、地域福祉は補助的の感が否めない。重点プロジェクトという限りはまずは医師
確保など医療再生を目指すこと、あまり多くに手を伸ばしすぎないことが肝要ではない
でしょうか。地域包括ケアシステムの構築も喫緊の重要課題だということは痛感してお
り、採り上げられるのは望むところですが、まずはその前提となることに全力を挙げて
取り組むべきではないでしょうか。

地域福祉の中でも、医療と連携する部分を重点的な取り組みとして位置付ける
こととし、タイトルを「医療・地域福祉連携プロジェクト」とする。

（会議後提案意見）

4 7

地元にある民間の総合病院との連携はどう考えているのか。 「３年間に実行する取り組み」の「二次救急医療体制の確保」に、「伊賀地域の二
次救急実施病院との会議を定期的に開催し、二次救急医療体制の確保に取り
組みます。」と記述する。

5 7

救急医療体制の充実を図ると書かれているが、救急医療の受け入ればかりを見てい
る気がする。下に病病連携とあるが、急性期を脱した患者を療養のベッドへ移行しな
いと、新たに患者を受け入れられない。いくら医者がいても同じになる。社会的入院と
いう言葉があるが、退院後に行くところがないなど、たちまち医療のサイクルが止まっ
てしまう。今のところは常勤勤務医を確保して救急医療をするのが大前提だが、同時
に急性期を脱して慢性期を受け入れる病院がないといけない。その辺の手を打ってい
ただかないと、３年後には状況が変わると思う。そういう説明の記述がほしい。

「伊賀市の再生の中での位置づけと課題」に
「また、同市民意識調査では、70％以上の人が「今のところに将来も住み続けた
い」と回答していることから、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上となる2025年を
見据えて、住み慣れた地域の中で患者等の生活を支える在宅支援体制の構築
が必要です。」を追記する。

「取り組み内容③」に、厚労省による「地域ケアシステムの解説イメージ図を追記
する。

6 7

各主体の役割のところで、市民は、、、、みだりに救急車を使わないとあるが、当事者
にすれば、不安から救急車を呼ぶことになるという背景も考え、みだりにこういう言い
方はしないほうがよいのではないでしょうか。「救急相談ダイヤル２４」の啓発に努める
ことが先決ではないかと思うが、緊急連絡カードにこの電話番号を掲載しようとした
ら、載せないでほしいといわれたと聞いている。

「不安から救急車を呼ぶことになる」利用者を含め、本来救急車を利用していた
だくべき人に、適切にサービスが提供できるようにする必要があるため、救急車
の適正利用について啓発を行っている経緯がある。
そのためにも市では「救急相談ダイヤル２４」の利用促進を啓発しているところで
ある。

（会議後提案意見）

7 8

市民病院の現状の経営実績、運営実績はどうか。直近３年間の損益計算書や貸借対
照表などがないと特に２番目の機能強化などは分からない。これを３年間でどうもって
いくのかというのがほしい。赤字補填はあるのか、それは３年後になくすのかなどの具
体的なところはどうか。
気持ちは分かるが、具体的にいくら増やすのか。市自体の財政が厳しい中で持ち出し
を減らさないといけない。いかに自立した経営に持っていけるか、ここではどこまでの
議論をするのか。

赤字補填をどこまで許容するか、ということかと思う。

⇒赤字補填を受けている。医師不足で診療報酬が増えて来ないことにより赤
字が発生している。最重要は医師不足を解消して診療報酬を増やしたい。

⇒今回は総合計画のなかの市民病院の位置づけなので、民間病院とどう連携
や市民としてどう使うかという市民の役割などについて記述し、市民病院も含
めて医療の再生の３年間でめざす成果を書いていくことになるのではないか。
その中で望ましいのは、公費の繰り入れがないということだが、そのために医
師を増やし、診療科目を増やしていくというのが次のターゲットになっていくだろ
うと思う。めざすべき３年後の姿と、そのためには年次的な計画としてこうすべ
きだということが今後具体的に出てくると思う。３年後にどこまでどうするという
目標についてはかなり政策的な判断となるのでどう書くかは難しい。

⇒そう思う。

今後の分野別計画策定の参考としたい。

8 8

「医療・福祉再生プロジェクト」
①総合病院ばかりでなく民間医院の数→他都市と比べてどうなのか。
②医師の確保と簡単に言うが具体的な策はどうなのか。
※もっと長期的にみれば、「市民の健康づくり」にどう取り組むかが必要と思います。
③福祉は、もっと地域の住民自治協議会との具体的な連携と支援を入れるべき

今後の分野別計画の策定の参考としたい。 （会議後提案意見）

伊賀市総合計画審議会　　意見・対応一覧（第４回）　（仮称）再生計画重点プロジェクト

【医療・地域福祉】
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 備考

9 9

医療の再生に地域福祉が付け加えられたのは、社会保障制度改革国民会議の報告
の中で、要支援１，２が介護保険からはずされるのではないかという見直し等が影響し
ているのか。他職種の協働による地域支援ネットワークをつくるということなので、イン
フォーマルなサービスも視野に入れているのかどうか。その辺が見える形での記述が
無いので明確にしていただきたい。

地域福祉の中でも、医療と連携する部分を重点的な取り組みとして位置付ける
こととし、特に地域支援ネットワークの形成について記述する。

10 9

また、医療体制の再生はわかりますが、地域福祉は人口減少や高齢化など状況に向
けて新たに解決策として構築するべき経験したことのない新しい仕組みづくりであり地
域福祉の再生という表現は当たらないのではないでしょうか。

地域福祉については、総合相談体制の構築や保健・医療・福祉の連携検討会、各地
域での地域ケアネットワーク会議立ち上げなど現在進めようとしていることに必要な予
算措置等により、実現できる施策に期待したいと思っています。重点プロジェクトに採
り上げるなら、連携は必要ながら、医療との抱き合わせではなく独立したプロジェクトと
して、３年間の目指す成果を明確にして取り組んでほしいと思います。

地域福祉の中でも、医療と連携する部分を重点的な取り組みとして位置付ける
こととし、タイトルを「医療・地域福祉連携プロジェクト」とする。

（会議後提案意見）

11 9

地域包括ケアシステムとは何か。社協、社会福祉法人が参画するとあるが。福祉とい
うと広い範囲だが、地域包括ケアシステムでどう取り組んでいくということか。

⇒地域包括ケアシステムの注釈を欄外に入れる。社会保障制度改革国民会
議の報告にもあるが、病院完結から地域完結への移行。在宅支援、在宅医療
についての都市型のサービスのしくみで、概ね３０分以内にサービスが提供さ
れる、概ね中学校単位でのシステム構築のこと。社協、社会福祉法人にも参画
していただく必要がある。ただし、国の示しているものは都市型であるため、伊
賀市で適用できる形を一段ずつ取り組んでいきたい。

「取り組み内容③」に、厚労省による「地域ケアシステムの解説イメージ図を追記
する。

12 9

病院の充実や改革も福祉サービスの充実も大事だが、一番大事なのは、市民が包括
支援センターや相談システムなどとどうつながり、病院や福祉施設とどうつながるかと
いうこと。市民病院がいくら立派になっても自分の力ではいけない。地域におせっかい
屋さんがいて、行くように促してくれ、送迎のしくみがあって病院や施設を活用出来る。
小さな集落や向う三軒両隣のそういう見守りが大事だと思う。

「取り組み内容③」に、「地域包括ケアシステム構築の推進」として、「保健・医
療・福祉分野の連携強化をはじめ、個人、地域の課題に応じた支援基盤の構築
を推進します。」と記述し、厚労省による「地域ケアシステムの解説イメージ図を
追記する。

13 9

次回への要望と整理。地域包括ケアシステムについての資料（特に都市型のシステ
ムである中で、伊賀市に関する項目などについて）が必要。

「取り組み内容③」に、厚労省による「地域ケアシステムの解説イメージ図を追記
する。
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 備考

1 11

基本的な確認だが、観光と農林業との関係が見にくい。「観光と農林業」なのか「観光
農林業」なのか。もし、観光と農林業が並列としたら農業の課題の記述があまりにも甘
い。農業の問題はもっと深刻。農業は外貨獲得という「攻め」と、地域維持という「守り」
の２つのポイントがある。ここでは、伊賀の魅力を磨いて、観光と絡めて「攻める」とい
うことを記述していくべきではないか。
焦点を絞り込んでファンを獲得するというときに、単独で観光とか単独で農林業とか言
うよりも、東京でリヤカーを引いて野菜を売る等トレンドとなっているが、地域を巡回す
るなど、横断的なプロジェクトをキーワードにしてファンを獲得するなどの軸が見えない
とつらいかなと思う。

観光と農林業を対等に位置づけ、それぞれの主な事務事業を記述した上で、連
携する部分についても書き込んでいる。

2 11

「観光・農林業再生プロジェクト」
―　審議会で意見を述べさせてもらったのは、重点プロジェクトの趣旨が、
a)観光と農林業それぞれの基盤を独立に（むろん連動はさせつつですが）テコ入れし
ていくこと、であるのか、
b)観光と農林業を軸にして（あるいは融合させて）、伊賀市をアピールしファンをつくっ
ていくということ（農林業の場合は「サービス業」的な面を強化すること）、なのか、
プロジェクトの焦点をもっとはっきりさせてほしいということでした。

市長が意図されている趣旨はb)ではないかと思います。観光地として人を呼び込む、
あるいは伊賀産品を購入するリピーターを創り出していく、そういう「人同士の交流」を
きっかけに、地域の活力を高めていく、ということでしょう。
その意味では現状のままでは、とりわけ取組内容④の文面が宙に浮いている感じがし
ます。伊賀市として、人・農地プランの作成に際して、「おもてなし」を重視する取組や
担い手を応援していく、といった、この重点プロジェクト実現のためのツールとして人農
地プランを用いる視点が必要だと思います。そしてそれを地域の活性化・担い手育成
のモデルケースとして位置付けていく。
農林業の担い手はより付加価値の高い販売形態へ移行する必要があると思います。
場合によっては、対外的な販売だけではなく、例えば域内高齢者への野菜・日用品の
配達を行ったり、軽作業を補助するなどのローカル流通づくり・コミュニティビジネスも
支援していってはどうでしょうか。
取組内容③の「6次産業化」は大切ですが、「加工」にとらわれずにサービス産業化と
位置付け、「消費者」「お客さん」との距離を近づけ、付加価値を高める取組であれば、
一次産品も含んでも良いと思います。例えば農家が積極的に圃場ツアーを開催して、
参加者がそのままファンとして産品を購入し続ける、というようなモデルも想定すべき
です。

観光と農林業を対等に位置づけ、それぞれの主な事務事業を記述した上で、連
携する部分についても書き込んでいる。

（会議後提案意見）

3 11

観光・農林業の再生プロジェクトは、活力を生み出すための重点プロジェクトである
が、農林業の分野での観光というのであるなら、観光の再生だけでもいいのでは。他
分野の観光資源もたくさんあるのに農林業だけ取り上げるのは、まさに観光を切り口
に農林業の再生を図ろうというのか。取り組み内容の４や５は、今農林業が直面して
いる課題への取り組みであり、別の柱立てが必要なプロジェクトではないかと思えてく
る。観光と農林業をセットにしている意味がわかりにくい。
具体的な取り組みの内容は、審議会で検討するのか。肝心の内容が明確化していな
いので判断に苦しむ。

観光と農林業を対等に位置づけ、それぞれの主な事務事業を記述した上で、連
携する部分についても書き込んでいる。

（会議後提案意見）

4 11

市民が観光資源の良さに気付くとか、観光のまちとしての気持ちを持つというのは大
事だが、投げっぱなしではなく、そうなる雰囲気を作るための何かをしないといけな
い。観光大使を頼んでなりたいと思えるか。例えば義務教育の中で地域のことを学ぶ
等が必要なのではないか。

今後の分野別計画の策定の参考としたい。

5 11

どこに書くべきか分からないが、伊賀市のファン作りについてを入れてはどうか。伊賀
市にもふるさと応援寄付金というものがあるが、あまり見返りがない。よその都市では
産品を差し上げている。伊賀市のいいものを試食していただく、観光施設への半額券
を出す等。外に対する働きかけを記述してはどうか。すぐに実行できるはず。

「伊賀市の再生の中での位置づけと課題」の中で、
「その上で、市長のトップセールスをはじめ、・・・」
　　　　　　　　　　↓
「その上で、伊賀市のファンをつくるため、市長のトップセールスをはじめ、・・・」
に修正。

6 11
攻める部分はどうするのか書かれていない。農産物のブランド化についてや民間の活
力の導入等についても具体的な記述が要る。

観光と農林業を対等に位置づけ、それぞれの主な事業を記述した上で、連携す
る部分についても書き込んでいる。

7 11

ブランド力の強化という言葉は「位置づけと課題」の、「・・・伊賀市全体で集客効果を
上げるために、農林産物を活かしたブランド力の強化を行う必要があります。・・・」と入
れ、そのために着地型観光や６次産業化が必要です、とすべきではないか。

「伊賀市の再生の中での位置づけと課題」の中で、
「伊賀市全体で集客効果を上げるための「着地型観光 」へのしくみを工夫するこ
とや、農林業者を主体とした「６次産業化」や企業と農林業者による「農商工連
携」を進め、地域産業の活性化や農林産物のブランド力の強化を図ることが重
要です。」に修正。

【観光・農林業】
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 備考

8 11

めざす成果の「市民全体で・・・しくみを」のところ。内容的には大事だが、どうやって図
るのか。成果とするならもっと具体的なものにすべき。

●市民全体で伊賀市の魅力を発信し、もてなしの心を表現する仕組みを作りま
す。
　　　↓
●市民全体で伊賀市の魅力を発信し、「おもてなし」の向上に取り組みます。

9 12

各主体の役割。中活や教委は関わっていないのか。城下町の景観とあるが、急速に
崩れつつある。重要伝統的建造物群保存地区のことなど教委が動かないと、実際観
光に来てもらっても何も残っていない無残な状態になる。ある地域だけでもなんとか保
全したい。

今後の分野別計画策定の参考としたい。

10 12
各主体の役割の３つ目。農林産業の６次産業化を進めるための取り組みが、農林産
物のことを強く出すあまり、１次産業に戻ってしまうのではないかという不安がある。

今後の分野別計画策定の参考としたい。

11 12

取り組み内容。着地型観光の促進や６次産業化の促進について、誰がするのか主体
が抜けている。市民自らと言うが、市民が勝手にはやらない。なかなかできない現状
を知った上で書くなら、期待する主体を特定して書いてはどうか。

「取り組み内容③」の中で、「農林業資源を活用した新事業の推進」として、「農
林産加工を行う農林業者や集落営農組織などが起業する取り組みを支援しま
す。また、農商工連携による付加価値の高い商品開発を支援します。」と記述。

12 13

６次産業化というと、１次産業である農家が２次産業である加工、３次産業である商売
まで行うことだが、内容的には農家がすべてやるというよりは地域での農商工連携で
はないか。

「６次産業化・農商工連携」と併記する形に統一する。

13 13
力強い農業の促進のところ、あまり力強くない。展望が描けない人に将来について考
えプランを作れというのは矛盾している。

取り組み内容④
「力強い農業の推進」　→　「持続可能な農業の推進」に修正。

14 13

「観光・農林業再生プロジェクト」
①「力強い農業」ではなく〝儲かる楽しい農業″の推進であるべき。
　具体的には、「伊賀米」の全国ブランド化！！
JAにまかせるのではなく（私も農家の一人として）

取り組み内容④
「力強い農業の推進」　→　「持続可能な農業の推進」に修正。

（会議後提案意見）

15 14

人農地プランは地域の現状を維持する、地域農業を守るプランではないか。私の地域
でも、高齢化した農地所有者から、定年退職したがまだ元気な人達が農地を預かって
地域農業を維持する取り組みを進めていると思うので、それを具体的に応援する書き
ぶりにできないか。

取り組み内容④「持続可能な農業の推進」に、「多様な担い手の育成・確保」とし
て、「地域農業を支える多様な担い手を育成・確保するため、地域が一体となっ
て取り組む集落営農組織や新規就農者を支援します。また、農商工連携を進
め、企業等の農業参入を促進します。」と記述。

16 14
獣害対策についての記述必要。森林の適正整備が進めば獣害が減るのではないか
と思うので、森林の公益的機能に関係する。

今後の分野別計画策定の参考としたい。

17 全体
人・農地プラン、森林の公益的機能の回復など、オンパク手法、着地型観光など分か
りやすい言葉での工夫が必要ではないでしょうか。

欄外で用語解説を行う。

（会議後提案意見）

18 全体

長年データに基づかない考えは出尽くした。
マーケティングリサーチをしっかりしてデータに基づいて書くべき。
湯布院、小布施、野沢、高山などと比べても伊賀市のほうがネームバリューはあるの
になぜだめなのか。

今後の分野別計画の策定の参考としたい。
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